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那珂市議会 議会運営委員会記録 

開催日時 平成30年６月１日（金）午前９時30分 

開催場所 那珂市議会第２委員会室 

出席委員 委員長  寺門  厚    副委員長 大和田和男 

委 員  筒井かよ子    委  員 木野 広宣 

委 員  萩谷 俊行    委  員 笹島  猛     

職務のため出席した者の職氏名 

議  長 君嶋 寿男    副議長 古川 洋一 

事務局長 寺山 修一    次 長 清水  貴 

次長補佐 横山 明子     

会議事件説明ため出席した者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

市  長 海野  徹    副市長 宮本 俊美 

総務部長 川田 俊昭 

会議に付した事件と結果概要 

（１）平成30年第２回定例会について 

…議案及び請願・陳情の委員会付託、一般質問の日程、順番、会期日程、市

議会議長会表彰伝達について協議。 

 議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時29分） 

委員長 定刻になりましたので、６月の定例会が８日から開催となりますけれども、その前の

議案のスムーズな進行ということで、お集まりいただきましてご苦労さまでございます。 

ただいまの出席委員は６名であります。欠席はおりません。 

定足数に達しておりますので、これより議会運営委員会を開会いたします。 

会議事件説明のため、市長、副市長、総務部長の出席をいただいております。 

職務のため、議長、副議長及び議会事務局職員が出席をしております。 

ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 皆さんおはようございます。 

来週、１週間後に控えました平成30年度第２回の定例会について、本日、議会運営委員

会では５つの項目を協議させていただくということですので、慎重な審議をお願いいたし

まして、挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

続きまして市長よりご挨拶をお願いいたします。 

市長 おはようございます。ご苦労さまでございます。 

早いもので第２回定例会を迎える時節となりました。 
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議員の皆さんには平素より市政運営につきまして特段のご配慮を賜りまして、厚く御礼

を申し上げます。 

さて本日の議会運営委員会におきましては、今月に開催をお願いしております第２回定

例会の提出予定の議案等についてご説明をさせていただきます。 

報告案件につきましては、平成29年度の各種会計に係る繰越明許費繰越計算書が計６件

でございます。 

また、議案につきましては、専決処分が３件、条例の改正が２件、補正予算が１件、物

品売買契約の締結が１件の合計７件でございます。 

さらに、常任委員会の協議報告案件としまして、計５件でございます。 

慎重なるご審議をお願い申し上げまして挨拶とします。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございます。 

これより議事に入ります。平成30年第２回定例会についてでございます。 

最初に、議案等の委員会付託について議題といたします。事務局から説明をお願いしま

す。 

次長補佐 それでは、本日お配りいたしました議会運営委員会、全員協議会共通の資料、平成

30年第２回那珂市議会定例会議案一覧というものをごらんください。 

資料の１ページにありますように、第２回定例会の議案一覧が載ってございます。 

上から報告第３号から第８号までの６件は、本会議での報告をもって終了となります。 

議案につきましては、一覧のとおり７件でございます。 

議案の概要につきましては、お手元の議案概要書のとおりでございます。 

その下、常任委員会協議報告案件でございますが、総務生活の案件が２件、教育厚生の

案件が３件、合計５件出ております。 

続いて、２ページをお開きください。 

議案等の委員会付託表（案）でございます。今回提出されます議案につきまして、委員

会の付託でございますが、上から総務生活常任委員会の付託案件が５件、教育厚生常任委

員会の案件が３件となっております。 

産業建設常任委員会の案件は、今回ございません。 

申しわけありません、ちょっと修正をお願いいたします。 

総務生活常任委員会の案件で議案第41号が２回入ってしまいました。３番目の那珂市税

条例等の一部を改正する条例が議案第43号となります。すみません、訂正をお願いいたし

ます。 

以上です。 

委員長 説明は終わりました。何かご意見ございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、議案等の委員会付託につきましては、委員会付託表（案）のとおりでよろ
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しいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしということで、委員会付託表（案）のとおり付託先を決定といたします。 

続きまして、２番目の議題、請願・陳情の取り扱いについてでございます。詳細につい

ては事務局から説明をお願いします。 

次長補佐 資料の３ページをお開きください。 

請願・陳情文書表（案）でございます。 

今回の締め切り日までに提出されましたのは、陳情が１件でございます。 

表にありますとおり陳情第４号、件名が、那珂市における太陽光発電事業者に関する陳

情書。東京都の株式会社エコプロデュース様より提出されております。 

こちらは市外の方の陳情でございますので、配付のみの取り扱いとなります。 

以上です。 

委員長 説明は終わりました。何かご意見ございますか。 

     （なし） 

委員長 ないようですので、陳情の取り扱いにつきましては、これでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは異議なしということで、請願・陳情文書表（案）のとおり取り扱いを決定と

いたします。 

続いて３番目の議題です。一般質問の検討についてでございます。 

事務局から説明をさせます。お願いします。 

次長補佐 ５ページをお開きください。 

一般質問通告書でございます。 

今回、７名の方から通告がございました。 

一覧表のほうは、通告順にお名前と予定時間、質問内容を記載してございます。 

５ページ、上から大和田議員、雇用創出についてほか２件、福田議員、公用車にドライ

ブレコーダーをほか１件、古川議員、公共交通についてほか２件。 

次のページになります。遠藤議員、区域指定制度の見直しについてほか５件。 

７ページになります。花島議員、大規模ソーラー発電についてほか３件。 

８ページ、寺門議員、公共下水道未整備地区の整備についてほか１件、小宅議員、通学

路を考える。 

以上でございます。 

９ページでございますが、提出を求める資料といたしまして、古川議員から１件出てお

ります。 

それから、一般質問の項目の中で重複していると思われる質問につきましては、10ペー

ジをごらんください。今回、２件ほど該当すると思われるものがございます。 
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１件目、太陽光発電について花島議員と寺門議員。２件目、通学路について、遠藤議員

と小宅議員から出ておりますので、ご検討をお願いいたします。 

以上です。 

委員長 説明は終わりました。 

重複質問につきましては、質問者の間で、調整するということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 異議なしということで、質問者間で調整をしていただきます。 

一般質問通告に関して、ほかに何かご意見ございませんですか。 

事務局長 事務局のほうから、１件ちょっとご協議をいただきたい件がございます。 

一般質問の通告の中で、７ページですが、花島議員の質問のソーラー発電の件で、この

中段なんですけれども、正当な報酬が支払われていないという訴え、これは陳情のほうに

出ております。 

その下に、約束事を守らない業者ということが入っています。ですので、とらえ方によ

っては、今回このソーラー発電を計画している業者が約束事を守らない業者であると言い

切っているような感じが見受けられます。 

一般質問通告書につきましては公開が原則でございますので、この辺の取り扱いについ

て、例えば一般論として約束を守らない業者を入れていいのかとか、そういうことであれ

ば別に問題はないと思うんですけれども、この通告書を公開しますので、もうちょっと柔

らかい表現にしていただくとか、そういったことはできないのかというような感じで、ち

ょっとご協議をいただきたいというふうに思います。 

以上でございます。 

委員長 いま事務局長からお話がありました件はいかがですか。 

笹島議員 一般論で話してるんでしょ。 

委員長 そうですね、この内容は。 

ただ陳情があるので、そこだけ念押しをすれば、いいというご意見ですね。笹島委員は

ね。 

だから一般論でということで、くれぐれも話をしてくれと、質問をしてくれということ

ですよね。そういうご意見ですね。 

わかりました。 

議長 ここの文面の中でも、ちょっと個人的な民々という形があって、あまりその業者等の中

に入っていくと、万が一名誉棄損とか、そういうのに入っていかないように、その辺は注

意したほうがいいと思うんですよね。 

やはり個人の業者ですから、ここは市のほうで発注している事業等でもないんで、その

辺はちょっと慎重にやってもらえればと、私は思います。 

委員長 そのほかございませんか。 
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あくまでも一般論でということで、それで質問をしていただきたいということだと思い

ますので、そういうふうにしていただきたいなということで、よろしいですかね。 

じゃ、事務局長のほうから。 

事務局長 はい、私のほうから申し上げたいと思います。 

委員長 わかりました。そのようにお願いをしたいと思います。 

それではこれより質問者の順番を決めたいと思います。順番は抽せんにより行います。 

  （くじによる抽せん） 

委員長 では順番が決定しましたので、事務局より報告を求めます。 

次長補佐 ただいまの抽せんの結果を申し上げます。 

1番、遠藤議員、２番、古川議員、３番、寺門議員、４番、大和田議員、５番、花島議員、

６番、福田議員、７番、小宅議員の順でございます。 

委員長 一般質問の順番につきましては、ただいまの報告のとおり決定いたします。 

続いて一般質問の日程についてご審議をお願いします。一般質問日程と実施人数につい

て検討していきたいと思います。 

次長補佐 時間を積み上げてみますと、４人と３人に分けますと、４人で210分。残りの３人で

130分となります。 

１日目５人で、次の２人ですと、次の日は午前中で終わりますが、４人、３人だと２日

目も午後までかかるということになります。 

委員長 １日目、２日目の割合はどういたしましょうか。 

木野委員 ５人と２人で。 

委員長 ５人が初日で、２日目が２人というご意見が多いようですが、それでよろしいですか。 

初日５人、２日目が２人ということで、そのように決定をしたいと思います。 

結果につきましては、会期日程に質問議員名を掲載して公表いたします。よろしくお願

いをしたいと思います。 

続いて会期日程の案についてでございますが、詳細について事務局から説明をお願いし

ます。 

次長補佐 それでは会期日程でございますが、資料の11ページをお開きください。 

第２回定例会の会期日程（案）でございます。 

６月８日から27日までの20日間を予定しております。 

６月８日、１日目が本会議、開会から議案の上程説明まで。 

６月９日、10日は休会。 

11日月曜日も休会で、こちらの日が議案質疑通告の締め切りが正午までとなっておりま

す。 

６月12日、本会議一般質問、13日、続けて一般質問。終了しましたらば、議案質疑、議

案の委員会付託、請願・陳情の委員会付託ということになります。 



 - 6 - 

６月14日が休会。 

15日から常任委員会でございます。15日金曜日が総務生活常任委員会、18日月曜日が産

業建設常任委員会、19日火曜日が教育厚生常任委員会。 

20日なんですけれども、原子力安全対策常任委員会ということで、日程のほうは入れて

いましたが、今回案件がないということで、原子力の委員長のほうからも、特に開かない

方向ということで報告をいただいております。 

21日から25日までが休会。 

26日が議会運営委員会、全員協議会。 

27日最終日が本会議で委員長報告、質疑、討論、採決、閉会となる予定でございます。 

18日の産業建設常任委員会でございますが、今回付託案件、執行部からの報告案件はな

いんですけれども、調査事項について会議を開くということで、このまま開催する予定と

なっております。 

以上です。 

委員長 説明は終わりました。 

18日の産業建設常任委員会は調査事項の審議のため開催をするということです。 

日程案につきましてご意見ございませんでしょうか。 

日程案につきましてはこれでよろしいでしょうか。 

次長補佐 そうしますと20日の水曜日は休会ということに変更してよろしいでしょうか。 

委員長 休会でよろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは20日の原子力安全対策常任委員会のところを休会といたしまして、この日程

案で決定をしたいと思います。 

以上で執行部に関係する案件は終了いたしました。 

執行部の皆様お疲れさまでございました。ご退席をお願いします。 

暫時休憩します。 

  休憩（午前９時49分） 

  再開（午前９時49分） 

委員長 それでは、再開いたします。 

５番目の議題になりますけれども、全国、茨城県市議会議長会表彰伝達についてを議題

といたします。事務局より説明をお願いします。 

次長補佐 資料の12ページをごらんください。 

平成30年度の表彰者名簿となっております。 

表にございますとおり、全国市議会議長会から５名の方が表彰を受けられます。 

その下、茨城県市議会議長会のほうから３名の方、それから感謝状が１名の方に贈られ

ます。 
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表彰伝達式は定例会初日の６月８日に議場にて行う予定としております。代表謝辞は助

川議員にお願いする予定としております。 

以上です。 

事務局長 補足でご説明させていただきますが、本会議冒頭ということで、今回議長が表彰さ

れますので、まず議長で開会していただいて、その後、副議長に交代して議事を進めてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 副議長よろしくお願いします。 

それではご意見その他ございませんか。 

  （なし） 

委員長 ないようですので、事務局案のとおり実施することでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご異議なしということでそのように決定をいたします。 

それから追加のご報告事項で、議会報告会の場所と日程が確定をいたしました。 

それとその前に準備のための勉強会をやるということでお話をしておきましたけれども、

その勉強会についても話が進みつつありますので、事務局からちょっと説明をお願いしま

す。 

次長補佐 まず議会報告会の開催日と場所でございますが、前回の議会運営委員会で10月の20

日土曜日と21日に開催するというところまで決定しておりまして、場所の調整で中央公民

館と瓜連の「らぽーる」のほうに確認いたしました。 

「らぽーる」が10月20日と21日どちらももう全館押さえられておりまして、使えないと

いうことでございましたので、20日の土曜日が中央公民館の集会ホール。以前、報告会を

やった、入ってすぐ左の会議室は、飲食ができないということですので、集会ホールのほ

うを予約いたしました。広いところです。 

笹島委員 あそこは音がよく聞こえないんだよね。絶対にやめてほしいな。 

次長補佐 集会ホールでないとすれば２階の講座室になります。 

笹島委員 あそこは本当に聞こえない。部屋も暗くてね。 

次長補佐 21日の日曜日は瓜連支所のわきにあります分庁舎の２階の会議室を押さえておりま

す。 

土曜日の場所はちょっとご検討いただくとして、あと勉強会のほうなんですが、６月の

定例会終了後から７月の上旬ぐらいを目安に茨城大学の先生にお越しいただいて、議会報

告会のスタイルを今回変えますので、グループ討議でのやり方とか、話しやすい雰囲気を

つくるためにどうしたらいいかとか、そういう点につきまして人文社会科学部の教授の方

と今調整をさせていただいております。 

以上です。 

委員長 事務局のほうから説明がありました。 
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今途中皆さんから中央公民館の集会ホールはちょっと暗い、いろいろ不具合があって余

りよくないんじゃないかということでご意見がありましたので、場所についてはもう一度、

講座室ですかね、そちらちょっと狭いですけれども、空いてましたよね。 

そちらでよろしいですか。講座室で。 

次長 10人以上の方が座るようなものを３つ作るとなると、結構今までの学校方式よりスペー

スを取るのかなっていうことを想定して、ちょっと集会ホールはもてあますかもしれませ

んが、行き来するのにはいいのかなということで予約しましたけど、また検討させていた

だきます。 

笹島委員 昨日あそこで会議があったんだけど、反響しちゃって聞こえないんですよね。せっ

かく来ていただいて、お話しし合うのに。昨日のことがあったので話をしたんですが。 

委員長 その辺は検討します。 

議長 検討してください。 

委員長 とりあえず講座室も押さえてもらうということで進めていきたいと思います。 

以上で本日の案件は全部終了いたしました。 

これにて議会運営委員会を閉会いたします。 

この後10時から全員協議会がございますので、そちらへ移動をお願いいたしたいと思い

ます。 

閉会（午前９時55分） 

 

   平成３０年８月２８日 

    那珂市議会 議会運営委員会委員長 寺門  厚 


